
【選手登録】

投手 19 三浦 健裕

【選手登録抹消】

外野手 66 田中 涼 （練習生）

投手 17 片山 悠 （練習生）

投手 21 ガルシア （練習生）

　

　

　

　

　

　

　

　

※上記選手は本日（5月15日）12時から出場不可となります。

※上記選手は本日（5月15日）12時から出場可能となります。

5月15日（水）　選手登録・抹消公示

高知ファイティングドッグス

愛媛マンダリンパイレーツ

愛媛マンダリンパイレーツ

高知ファイティングドッグス



：練習生（出場外選手）

※選手登録は25名以下となります。

背番号 登録名 選手登録抹消日 背番号 登録名 選手登録抹消日 背番号 登録名 選手登録抹消日 背番号 登録名 選手登録抹消日

監督 87 河原　純一 監督 79 牧野　塁 監督 88 西田　真二 監督 50 駒田　徳広
コーチ 52 小田　幸平 コーチ 71 駒居　鉄平 コーチ 48 天野　浩一 コーチ 81 本田　明浩
コーチ 60 白根　尚貴 コーチ 92 橋本　球史 コーチ 33 近藤　智勝 コーチ 84 吉田　豊彦
トレーナー 林　泰光 投手 00 ヘルナンデス トレーナー 赤澤　和哉 トレーナー 濱田　澪
投手 12 竹本　淳 投手 2 箭内　翔太 投手 11 四戸　洋明 投手 15 宮川　祥
投手 14 萩原　拓光 投手 16 安丸　友耶 投手 14 大高　歩 投手 17 石井　大智
投手 18 福田　融司 投手 18 竹内　裕太 投手 16 喜屋武　一輝 投手 18 道原　順也
投手 20 長島　知輝 投手 19 上間　永遠 投手 20 青柳　雄貴 投手 19 三浦　健裕
投手 22 クインティン 投手 20 向井　和弘 投手 21 谷口　魁星 投手 20 古屋　剛
投手 75 正田　樹 投手 21 森　祐樹 投手 24 又吉　亮文 投手 21 山崎　勝也
捕手 29 鳥丸　陽平 投手 23 伊藤　克 投手 28 畝　章真 投手 25 ガルシア
捕手 37 藤澤　亨明 投手 27 パイシェン 投手 30 森崎　友星 捕手 13 金子　隆浩
内野手 0 久木　壮太 投手 34 河野　成季 投手 53 鈴木　陸 捕手 22 松田　政大
内野手 4 新井　勝也 投手 48 龍馬 投手 55 片岡　篤志 捕手 27 長谷川　快
内野手 5 真山　勝範 投手 58 新田　大輔 捕手 15 宮城　竜弥 内野手 1 若原　翔平
内野手 6 岡村　雄斗 捕手 5 横溝　拓哉 捕手 23 直野　和弘 内野手 3 田久見　大地
内野手 44 ヘイドーン 捕手 25 佐々木　祐弥 捕手 27 三好　一生 内野手 7 洸佑
外野手 8 梶　栄斗 捕手 26 川端　晃希 内野手 1 中村　道大郎 内野手 9 宇佐川　陸
外野手 9 高松　真之 内野手 0 平間　隼人 内野手 2 岡村　瑞希 内野手 10 安田　寿明
外野手 46 太田　直哉 内野手 3 安井　勇輝 内野手 31 多賀　亘 内野手 24 日高　優斗
外野手 66 藤田　紫曜 内野手 7 瀬口　拓也 内野手 47 クリス 内野手 33 サロモン
練習生 11 林　雄大 4月17日 内野手 56 球斗 内野手 52 妹尾　克哉 内野手 35 ソン　サンミン
練習生 13 樽見　万寿樹 5月1日 外野手 12 宇佐美　真太 外野手 5 具志堅　竜馬 内野手 46 佐藤　博泰
練習生 15 平松　航 4月24日 外野手 22 岸　潤一郎 外野手 6 木村　健太 外野手 4 藤原　銀二郎
練習生 16 杉安　浩 5月1日 外野手 24 吉田　翼 外野手 7 宋　皞均 外野手 34 サンフォ
練習生 17 片山　悠 5月15日 外野手 42 服部　真琴 外野手 45 素川　集 外野手 43 森下　貴裕
練習生 19 久保　潤也 外野手 51 京太郎 外野手 51 白方　克弥 外野手 45 宮田　孝将
練習生 21 ガルシア 5月15日 練習生 14 行木　俊 練習生 18 石田　啓介 5月4日 外野手 55 髙井　悠生
練習生 59 飯田　愛来 練習生 17 石本　裕大 4月24日 練習生 19 橋並　和也 練習生 14 小川　智史 4月13日
練習生 33 近藤　慎二郎 5月1日 練習生 35 中林　達哉 練習生 41 福岡　紘平 練習生 16 國仲　祐太
練習生 55 堀尾　晃生 5月8日 練習生 39 齋藤　裕介 5月11日 練習生 25 宮脇　廉 4月24日 練習生 47 髙橋　大 5月4日
練習生 24 中西　雄大 5月4日 練習生 41 服部　虎 5月4日 練習生 0 嶋村　悠斗 練習生 23 宮本　貴章
練習生 26 樋口　公二郎 5月11日 練習生 45 竹林　楓也 練習生 4 大田　佳祐 5月11日 練習生 37 濱　将乃介 5月11日
練習生 36 有間　裕亮 5月4日 練習生 47 田神　翔 4月3日 練習生 66 田中　涼 5月15日
練習生 56 蘇　珀漢 5月8日 練習生 52 濵木　迅也 5月11日 選手登録 23名

練習生 28 上原　敦己 4月24日 練習生登録 6名 選手登録 24名

選手登録 17名 練習生 8 高岡　玄地 練習生登録 6名

練習生登録 14名 練習生 44 ブライアン 5月4日

選手登録 24名

練習生登録 11名

2019年度四国アイランドリーグplus　選手登録・練習生一覧　（2019年5月15日現在）　　

愛媛マンダリンパイレーツ 徳島インディゴソックス 香川オリーブガイナーズ 高知ファイティングドッグス


